●松江市バドミントン協会からの報告
「第 32 回全日本レディースバドミントン選手権大会」
平成 26 年 7 月 24 日～26 日に鹿児島市鹿児島アリーナで行われました「第 32 回全日
本レディースバドミントン選手権大会（クラブ対抗）」に出場しました。

【結果】
クラブ対抗 Ｕブロック
リバース ・・・ 3 位

・選手よりコメント・
毎年の事ながら、暑い夏に、全国からのママさん、レディース達の戦いがあります。
すべてを一年に掛けて準備しつつ、練習も重ねての大会です。
全国大会に行く良さというのは限りなく新鮮で、力みなぎる気分をもらえるものです。
大会での成績はなかなか出せませんが、皆の闘志をふくらませ、年も忘れて頑張る意欲
に継げていきます。
皆様に感謝です。

●松江地区剣道連盟からの報告
からの報告
「第 6 回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会」
回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会
平成 26 年 7 月 19 日に東京都日本武道館で行われました「第 6 回全日本都道府県対抗
女子剣道優勝大会」に出場しました。
に出場しました。
【結果】
島根県チーム
結果・・・3 回戦敗退

●松江バレーボール協会からの報告
からの報告
「第 34 回全日本 6 人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会」
人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会」
平成 26 年 7 月 31 日～8 月 3 日に群馬県大田市運動公園市民体育館、大田市新田総合
群馬県大田市運動公園市民体育館、大田市新田総合
体育館で行われました「第 34 回全日本 6 人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会
人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会」
に出場しました。
【結果】
排球遊民
結果・・・決勝戦

1 回戦敗退

●松江地区剣道連盟からの報告
からの報告
「第 49 回全国道場少年剣道大会」
回全国道場少年剣道大会
平成 26 年 7 月 29 日～30 日に東京都日本武道館で行われました「第
日に
49 回全国道場少
年剣道大会」に出場しました。
に出場しました。
【結果】
中学生の部
持田少年剣道クラブ（2 回戦敗退）
猶興館道場（2 回戦敗退）
尽誠館道場（2 回戦敗退）

小学生の部
持田少年剣道クラブ（1 回戦敗退）
法吉少年剣道会（1 回戦敗退）
猶興館道場（2 回戦敗退）

●松江市ソフトテニス連盟
松江市ソフトテニス連盟からの報告
「平成 26 年度全日本実業団ソフトテニス選手権大会」
年度全日本実業団ソフトテニス選手権大会
平成 26 年 7 月 25 日～27 日に和歌山県白浜町テニスコートで行われました「
日に
で行われました「平成 26
年度全日本実業団ソフトテニス選手権大会
年度全日本実業団ソフトテニス選手権大会」に出場しました。

【結果】
中国電力島根（2 回戦敗退）

大会当日の和歌山県は、最高気温 36℃を記録する猛暑であり、地面からの照り返しも強く、
℃を記録する猛暑であり、地面からの照り返しも強く、
選手の熱中症を心配しながら試合順を待った。試合はダブルス 3 ペアの団体戦である。富山県
庁（富山県）と対戦し、1 番手が④－2
番手が④－ で勝ったものの 2 番手は 1－④、
－④、3 番手は 2－④で負
け、チーム結果として 1－②での敗戦となった。
－②での敗戦となった。特に 3 番手ペアは勝機が幾らでも
番手ペアは勝機が幾らでもあったもの
の、対戦途中の競った展開において暑さで足が動かなくなり、普段のプレーができなかったの
が残念であった。来年度の大会は岩手県で開催予定であり、気温は高くはならないとは思うが、
待ち時間を含めた暑さ対策を考えて練習していかねば、と痛感した。

●松江市軟式野球連盟からの報告
「高円宮賜杯第 34 回全日本学童軟式野球大会」
平成 26 年 8 月 8 日～8 月 14 日に東京都明治神宮球場他で行われました「高円宮賜杯
第 34 回全日本学童軟式野球大会」に出場しました。
【結果】
全揖屋ジュニアスポーツ少年団
2 回戦敗退
【大会コメント】
全日本学童軟式野球大会出場にあたり心温かい
ご支援ありがとうございました。夢の大舞台全員野
球で 1 勝することができました。本当にありがとう
ございました。

●松江市陸上競技協会からの報告
「第 30 回全国小学生陸上競技交流大会」
平成 26 年 8 月 22 日～8 月 23 日に神奈川県日産スタジアムで行われました「第 30 回
全国小学生陸上競技交流大会」に出場しました。
【結果】松江陸上教室
清水涼太選手 5 年男子 100ｍ

予選 8 位

小畑太楓先週 男子走り幅跳び 決勝 3 位
【大会コメント】
清水選手…雨の中、公認の自己記録を更新する力走でした。
準決勝進出はなりませんでしたが、来年に向けていい経験になりました。
小畑選手…1 本目にうまく足を合わせ、自己最高記録を跳んで入賞しました。
6 本ともファウルすることなく、安定した跳躍をしたのは見事でした。

●松江バレーボール協会からの報告
「ファミマカップ第 34 回全日本バレーボール小学生大会」
平成 26 年 8 月 13 日～8 月 16 日に東京都他東京体育館他で行われました「ファミマカ
ップ第 34 回全日本バレーボール小学生大会」に出場しました。

【結果】
松江ウインズ
予選敗退

【大会コメント】
今回全国初出場を果たしましたが、予選初日（14 日）は選手が全国大会の雰囲気に飲まれ
てしまい本来の力が出せずに終わってしまった。そして、予選 3 位となり、次の日抽選で優
勝候補の比叡平（滋賀県）と当たることになった。監督、コーチからも本来の力が出せるよ
うにリラックス出来る話しや、マッサージなどの支援があり、試合はウインズ本来の力を出
せたが、大接戦の末、敗れてしまった。しかし次の試合で日田（大分県）に全国初勝利を飾
ることが出来た。結局比叡平らが全国優勝したが、対戦相手の中でウインズが一番得点を取
り、ジュースまでいけたことが選手全員が今後の自信になりました。また、初出場ながら全
員が貴重な経験が出来たことに深く感謝いたします。激励金、ご声援ありがとうございまし
た。

●松江市ソフトテニス連盟
松江市ソフトテニス連盟からの報告
「第 31 回全日本小学生ソフトテニス選手権大会」
回全日本小学生ソフトテニス選手権大会
平成 26 年 8 月 1 日～8 月 3 日に大分県だいぎんテニスコート、大分市営駄ノ原テニス
コートで行われました「第 31 回全日本小学生ソフトテニス選手権大会」に出場しました。
【結果】
松江ジュニアソフトテニススクール
男子…4 回戦敗退
女子…2 回戦敗退

●松江バレーボール協会からの報告
からの報告
「第 34 回全日本 6 人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会」
人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会
平成 26 年 7 月 31 日～8 月 3 日に群馬県大田市運動公園市民体育館、大田市新田総合
体育館で行われました「第 34 回全日本 6 人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会
に出場しました。
【結果】
排球遊民・・・決勝戦 1 回戦敗退

●松江テニス協会からの報告
「ダンロップ全日本ジュニアテニス選手権 2014 Supported by NISSHINBO」
平成 26 年 8 月 17 日～8 月 17 日に大阪府靭テニスセンター、江坂テニスセンターで行
われました「ダンロップ全日本ジュニアテニス選手権 2014 Supported by
NISSHINBO」に出場しました。
【結果】
細木咲良選手
14 歳以下女子シングルス
14 歳以下女子ダブルス

1 回戦敗退
1 回戦敗退

宮内理瑚選手
16 歳以下女子ダブルス

1 回戦敗退

【大会コメント】
宮内選手…全日本に出場するのは 2 回目だったけど、全然緊張しませんでした。中国予選
はとても厳しかったけど、声をかけ合って全国の切符をつかめたことをうれしく思います。
島根県、中国地方の代表として出場しましたが、逆転負けをしてしまい悔しかったです。し
かし、あの舞台で先輩と共に戦えたことをほこりに思っています。応援してくださったみな
さまありがとうございました。

細木選手…全日本はとても悔しい大会になりました。シングルスもダブルスも初戦がシー
ド選手で入る前から気持ちで負けていたと思います。錦織選手が言っていたようにシードな
んて関係ないという気持ちで次の大会に挑みたいです。

●松江テニス協会からの報告
「第 41 回全国中学生テニス選手権大会」
平成 26 年 8 月 17 日～8 月 23 日に愛媛県松山中央公園テニスセンターで行われました
「第 41 回全国中学生テニス選手権大会」に出場しました。
【結果】
開星中学校
女子団体…1 回戦敗退 女子シングルス…2 回戦敗退
女子ダブルス…宮内理瑚選手・細木咲良選手 優勝
男子ダブルス…1 回戦敗退
【大会 コメ ント 】
宮内選 手… 自分 がキ ャ プテン とし て戦 う。 最 初で最 後の 団体 戦、 優 勝を目 指し て
いまし たが あの 結果 で 終わっ てし まい 、も う 個人戦 で狙 うし かな い ！！と 、強 く
思いま した 。個 人戦 か らは、 不思 議な こと に 変な緊 張感 もな く楽 し さが心 の中 に
ありま した 。 自身 が ありま した 。優 勝は 奇 跡では なく 実力 だと 思 ってい ます 。 優
勝した 時は 実感 がな か ったけ ど、 帰り 道、 学 校の先 生や コー チ、 昔 の友達 など か
らメッ セー ジを もら い その時 、はじ めて すご いこと した んだ と思 い ました 。 応援
される とい うこ との う れしさ に感 動し まし た 。感謝 の気 持ち を忘 れ ず、更 なる 活
躍をし 、恩 返し をし た いです 。

細木選 手… 団体 は今 年 は優勝 をね らっ てい た のが一 回戦 負け をし て しまい 絶対 に個
人戦で 優勝 する ！と い う目標 で個 人戦 にの ぞ みまし た。 シ ング ル スは 2Ｒで 負け て
しまい まし たが ダブ ル スで は 2 人で 助け 合 って優 勝で きた ので と てもう れし かっ た
です。 私た ちを サポ ートし てく ださ った 方 々に感 謝し たい です 。

●松江水泳連盟からの報告
「第 37 回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会」
平成 26 年 8 月 26 日～8 月 30 日に東京都東京辰巳国際水泳場で行われました「第 37
回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会」に出場しました。
【結果】
ＪＳＳ松江スイミングスクール
横川 晶選手…13～14 歳男子 100ｍ・200ｍ背泳ぎ 予選敗退
北村静葉選手…11～12 歳女子 50ｍ・100ｍ自由形 予選敗退
赤木孝祐選手…11～12 歳男子 50ｍ自由形 予選敗退
スポーツクラブＢＩＧ-S 松江
石飛咲良選手…13～14 歳女子 50ｍ・100ｍ自由形 予選敗退
柳浦紗也花選手…女子 100ｍ平泳ぎ 予選敗退

【大会コメント】
ＪＳＳ松江スイミングスクール…ねらっていた決勝進出はできませんでしたが、この経験
を糧に、また練習をがんばっていきたいと思います。
スポーツクラブＢＩＧ－Ｓ松江
柳浦選手…100ｍ平泳ぎ、50ｍラップタイムがベスト記録と同じタイムで廻れ 75ｍまで
良かったが、ラスト 25ｍが浮いてしまい、ベストが出せず残念だった。
石飛選手…50ｍ、100ｍ自由形、夏初めて参加。ベストが出せず残念だった。

●松江地区空手道連盟からの報告
「第 14 回全日本少年少女空手道選手権大会」
平成 26 年 8 月 16 日～8 月 17 日に東京都東京武道館で行われました「第 14 回全日本
少年少女空手道選手権大会」に出場しました。
【結果】
島根県空手道連盟選手団
（松江地区空手道連盟選手団）21 名
1 回戦～4 回戦 男女個人組手・形

敗退

【大会コメント】
松江地区においてもジュニア強化の成果が年々向上し、全国大会入賞者も近年増えていま
す。日々の厳しい練習に耐え、迎えた全国大会でしたが、惜しくも今年度は入賞出ませんで
した。全国の競合選手たちとの試合を通じて感じた事を今後の稽古に活かし、上位入賞を目
指します。

●松江地区空手道連盟からの報告
「第 22 回全国中学生空手道選手権大会」
平成 26 年 8 月 22 日～8 月 24 日に兵庫県グリーンアリーナ神戸で行われました「第
22 回全国中学生空手道選手権大会」に出場しました。
【結果】
島根県空手道連盟選手団（松江地区空手道連盟選手団）
1 回戦～4 回戦 男女（団体個人）形・組 敗退
【大会コメント】
松江地区の選手団からは惜しくも入賞者は出ませんでしたが、
松徳学院中学校所属の選手（出雲市）が女子個人形競技において
ベスト 8 入賞を果たしました。

●松江市軟式野球連盟からの報告
「第 31 回全日本少年軟式野球大会」
平成 26 年 8 月 10 日～14 日に神奈川県横浜スタジアムで行われました「第 31 回全日
本少年軟式野球大会」に出場しました。
【結果】
乃木ライオンズシニア
2 回戦敗退

【大会コメント】
8 月 11 日の一回戦では、
開催地代表の鴨居中学校と対戦し、
エース福浦の力投で 1 対 0 で勝ち上がりました。14 日の二回
戦では、東海地区代表岐阜フェニックスと対戦し、0 対 9 で敗
れベスト 4 進出はなりませんでした。
初めての夏の全国大会の舞台で 2 試合を行い、全国トップク
ラスのチームと対戦できたことは大変貴重な体験でありまし
た。最速 139km の投手を擁し一躍注目を得ることができ、機
動力を生かした乃木ライオンズ野球を披露し、全国の舞台で十
分戦えるという自信を得て帰ることが出来ました。
今回の貴重な体験を糧にさらに練習を重ね、全国の頂点に立
てるよう、さらに精進したいと考えています。

●松江市軟式野球連盟からの報告
「天皇賜杯第 69 回全日本軟式野球大会」
平成 26 年 9 月 12 日～17 日に愛媛県松山中央公園ぼっちゃんスタジアムで行われまし
た「天皇賜杯第 69 回全日本軟式野球大会」に出場しました。
【結果】
（株）山陰合同銀行
2 回戦敗退

●松江バレーボール協会からの報告
「日本スポーツマスターズ 2014」
平成 26 年 9 月 20 日～23 日にさいたま市さいたま市記念総合体育館、さいたま市岩槻
文化公園体育館で行われました「日本スポーツマスターズ 2014」に出場しました。

【結果】
排球遊民
3 回戦敗退

●松江地区剣道連盟からの報告
「第 9 回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会」
平成 26 年 9 月 14 日に大阪府舞洲アリーナで行われました「第 9 回全日本都道府県対
抗少年剣道優勝大会」に出場しました。
【結果】
島根県代表チーム 4 名
小学生の部・・・2 回戦敗退

中学生の部・・・1 回戦敗退

●松江ボート協会からの報告
「第 92 回全日本選手権大会」
平成 26 年 9 月 11 日～14 日に埼玉県戸田ボートコースで行われました「第 92 回全日
本選手権大会」に出場しました。
【結果】
中国電力 2 名
準決勝敗退
【大会コメント】
結果は準決勝敗退でした。今後は
今大会での悔しさと課題を忘れず練
習に取り組んでいきます。
ありがとうございました。

●松江地区剣道連盟からの報告
「第 60 回全日本東西対抗剣道大会」
平成 26 年 9 月 21 日に島根県島根県立浜山体育館で行われました「第 60 回全日本東西
対抗剣道大会」に出場しました。
【結果】
西軍
下諸純孝選手
村尾祐一選手
渡邉慎也選手
東軍 19 勝西軍 16 勝

【大会コメント】
下諸選手…栄えある地元開催の大会に出場でき、全力で挑みましたが力が及ばずでした。
試合前に披露した形は、精いっぱいできたと思います。

村尾選手…これまで対戦した中でも強い部類の選手に対して立ち向かって行けました。会
場の多くの拍手も力になりました。もっと強くなり、再びこの大会に出場したい。

渡邉選手…剣士にとって憧れの大会に出場でき、気持ちで負けないように戦いました。打
たれたのを後に引きずらなかったのが、逆転勝ちにつながりました。

●松江市ソフトボール協会からの報告
「第 23 回全日本実年ソフトボール大会」
平成 26 年 9 月 12 日～14 日に北海道倶知安町営ソフトボール球場他で行われました「第
23 回全日本実年ソフトボール大会」に出場しました。

【結果】
松江フィフティーズ
3 回戦敗退

【大会コメント】
2 年ぶりの出場で、4 年ぶりの勝利を目指し大会に臨みました。
初日は、発電による中断をはさむなど天候の不安もありましたが、足を絡めた攻撃と
効果的なタイムリーヒットにより、1 回戦・2 回戦を見事に突破し、ベスト 16 に進出
しました。
2 日目のベスト 8 をかけた 3 回戦は、選手の年齢が 50 才以上（特にピッチャーは
2 名とも 60 才代半ば）ということもあり、昨日の疲れも加わって惜しくも敗退しまし
たが、北の大地に「松江」の名を知らしめることができました。
また、今回の結果から、全国トップレベルのチームとそんなに差はないことを全員が
感じ、新たな目標を確認できた大会となりました。

●松江市軟式野球連盟からの報告
「高松宮賜杯第 58 回全日本軟式野球大会」
平成 26 年 10 月 3 日～6 日に愛知県臨海公園グランド他で行われました「高松宮賜杯第
58 回全日本軟式野球大会」に出場しました。
【結果】
松江市役所野球部
1 回戦敗退

●松江地区剣道連盟からの報告
「第 49 回全日本居合道大会」
平成 26 年 10 月 25 日に福島県あづま総合運動公園で行われました「第 49 回全日本居
合道大会」に出場しました。

【結果】
船津 なが子 選手
1 回戦敗退

●松江市ソフトボール協会からの報告
「第 9 回全日本ハイシニアソフトボール大会」
平成 26 年 10 月 25 日～27 日に香川県土器川公園ソフトボール場で行われました「第
9 回全日本ハイシニアソフトボール大会」に出場しました。
【結果】
松江ハイシニアソフトボールクラブ
2 回戦敗退

【大会コメント】
第 9 回全日本ハイシニアソフトボール大会が、香川県丸亀市土器川公園ソフトボール会
場で開催されました。
大会に先立ち、10 月 24 日監督者会議に続いて開会式が 15 時より、丸亀市綾歌総合文
化会館アイレックス大ホールで、全国から 48 チームの参加があり前年度優勝チーム静岡清
水九十九クラブゴールドを先頭に順次入場行進が行われ松江ハイシニアは、6 番目の入場で
盛大な開会式でした。
25 日から 8 ブロック別の会場で熱戦が繰り広げられ、我がチームは A ブロックで一回戦
不戦勝、二回戦で強豪高知県代表、高知球友会と対戦し、我がチームのエース松林投手の力
投により、接戦となりましたが残念ながら、2 対 3 で敗れました。
しかし、全国大会のレベルの高さにはあらためて思い知らされ、良い経験をして帰りまし
た。
勝負には負けましたが、それに勝るものを得る事が出来ました。
それは、人との大きな触れ合い、各チームとの交流の輪を広げ楽しい一時を過ごすことが
でき、大変有意義であったと喜んでいます。
この度の全国大会出場に際し、松江体育協会様より激励を賜り有難う御座いました。厚く
お礼申し上げます。

●松江テニス協会からの報告
からの報告
「2014 U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会（第 33 回中牟田杯）
ジュニアデビスカップ及びジュニアフェドカップ代表候補選手選考会」

平成 26 年 11 月 5 日～9 日に福岡県東平尾公園博多の森テニス競技場で行われました
「2014 U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会（第 33 回中牟田杯）ジュニアデビ
スカップ及びジュニアフェドカップ代表候補選手選考会」に出場しました。
【結果】
宮内理瑚選手（女子シングルス）
1 回戦敗退
細木咲良選手（女子シングルス）
2 回戦敗退

●松江テニス協会からの報告
からの報告
「ソニー生命カップ第 36 回全国レディーステニス大会」
回全国レディーステニス大会
平成 26 年 11 月 13 日～15
15 日に東京都昭和の森テニスセンターで行われました「ソニ
ー生命カップ第 36 回全国レディーステニス大会」に出場しました。
回全国レディーステニス大会」

【結果】
島根県代表
1 回戦敗退

●松江地区剣道連盟からの報告
「第 62 回全日本剣道選手権大会」
平成 26 年 11 月 3 日に東京都日本武道館で行われました「第 62 回全日本剣道選手権大
会」に出場しました。
【結果】
上田 大吾 選手
3 回戦敗退

●松江市少林寺拳法協会からの報告
「2014 年少林寺拳法全国大会 in 埼玉」
平成 26 年 11 月 3 日に埼玉県さいたまスーパーアリーナで行われました「2014 年少
林寺拳法全国大会 in 埼玉」に出場しました。
【結果】
松江中部道院・島根大学支部
競技の部
大学生男子の部
菅原貴介選手・奥村 輝選手
大学生女子の部
河田奈歩選手・崎岡小夏選手
高校生男子の部
安達天俊選手・野稲海聖選手
中学生女子の部
安達美紅選手・角はづき選手
発表の部
永井 巌選手・永井京子選手

241 点予選落ち
242 点予選落ち
242 点予選落ち
243 点予選落ち

255 点（3 位）
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